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(57)【要約】
【課題】複数並べられるディスプレイ装置の配列を変更
可能とするとともに、配列の態様に応じて表示の制御を
行う技術は提示されていない。
【解決手段】上記課題を解決するために、ディスプレイ
を備えるとともに他のディスプレイ装置との関係で変更
可能な隣接配列情報を出力可能な画面部と、前記隣接配
列情報を取得する隣接配列情報取得部と、隣接配列情報
取得部が取得した隣接配列情報に応じてディスプレイの
表示を制御する配列応答制御部と、を有する配列応答可
能なディスプレイ装置などを提供する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ディスプレイを備えるとともに他のディスプレイ装置との関係で変更可能な隣接配列情
報を出力可能な画面部と、
　前記隣接配列情報を取得する隣接配列情報取得部と、
　隣接配列情報取得部が取得した隣接配列情報に応じてディスプレイの表示を制御する配
列応答制御部と、
を有する配列応答可能なディスプレイ装置。
【請求項２】
　前記ディスプレイの押下を検知する押下検知部と、
　押下検知部の検知に応じてディスプレイの表示を制御する押下応答制御部と、を有する
請求項１に記載のディスプレイ装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載のディスプレイ装置を複数配列可能な配列ベース。
【請求項４】
　画面部は直方体状の六面を構成する請求項１又は２に記載のディスプレイ装置。
【請求項５】
　配列ベースは腕時計のベルト、家電製品の筐体表面、窓ガラス、建築物の壁面、室内パ
ーテーションのいずれかである請求項３に記載の配列ベース。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、他のディスプレイ装置と並べて一体的な表示をすることができるディスプレ
イ装置であって、それらのディスプレイ装置の配列の態様に応じてディスプレイの表示を
制御するディスプレイ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　複数のディスプレイ装置を並べて各ディスプレイの集合により一つの画面を構成する技
術がある（特許文献１）。また、開閉可能に接続された２つの筐体のそれぞれにディスプ
レイを備える携帯端末において、開状態で２つのディスプレイを用いて一つの画面を構成
する技術もある（特許文献２）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－１６９０３８号公報
【特許文献２】特開２０１４－１４９６９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記のように複数のディスプレイ装置を並べて一つの画面を構成する技術はすでに存在
するが、複数並べられるディスプレイ装置の配列を変更可能とするとともに、配列の態様
に応じて表示の制御を行う技術は提示されていないという課題がある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するために本発明において、以下の配列応答可能なディスプレイなどを
提供する。すなわち、ディスプレイを備えるとともに他のディスプレイ装置との関係で変
更可能な隣接配列情報を出力可能な画面部と、前記隣接配列情報を取得する隣接配列情報
取得部と、隣接配列情報取得部が取得した隣接配列情報に応じてディスプレイの表示を制
御する配列応答制御部と、を有する配列応答可能なディスプレイ装置などを提供する。
【発明の効果】
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【０００６】
　以上のような構成をとる本発明によって、複数並べられるディスプレイの配列を変更可
能とするとともに、配列の態様に応じて表示の制御を行い得るディスプレイ装置を提供す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】実施形態１のディスプレイ装置による表示の態様を示す概念図
【図２】実施形態１のディスプレイ装置の機能ブロックの一例を示す概念図
【図３】実施形態１のディスプレイ装置の連結の態様を示す概念図
【図４】配列ベースにディスプレイ装置を配列した態様を示す概念図
【図５】各ディスプレイ装置における隣接配列情報を一体的に取得した情報群を示しす表
【図６】腕時計のベルトを配列ベースとした態様を示す概念図
【図７】冷蔵庫のドア面を配列ベースとした態様を示す概念図
【図８】実施形態１のディスプレイ装置のハードウェア構成の一例を示す概念図
【図９】実施形態１のディスプレイ装置の処理の一例を示すフロー図
【図１０】実施形態２のディスプレイ装置の一例を示す概念図
【図１１】押しボタン型のスイッチ構造を備えるディスプレイ装置の一例を示す概念図
【図１２】押下応答制御部による制御の態様の一例を示す概念図
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下に、図を用いて本発明の実施の形態を説明する。なお、本発明はこれら実施の形態
に何ら限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において、種々なる態様で実
施しうる。
【０００９】
　なお、実施形態１は、主に請求項１、３から５について説明する。また、実施形態２は
、主に請求項２について説明する。
＜実施形態１＞
＜概要＞
【００１０】
　図１は、本実施形態のディスプレイ装置を４つ並べて連結して使用した際の表示の態様
の一例を示す概念図である。図１（ａ）に示すように、４つの「ディスプレイ装置」（０
１０１、０１０２、０１０３、０１０４）を横一列に連結している。そして、４つのディ
スプレイ装置の各ディスプレイを一体的に用いて、灯台と海原を横長に写したパノラマ写
真の画像が表示されている。
【００１１】
　各ディスプレイ装置は、互いに屈折自在の接続部材（例えば、ヒンジや自在継手など）
により接続されている。これにより、図１（ｂ）に示すように、３番目のディスプレイ装
置（０１０３）と４番目のディスプレイ装置（０１０４）とが、２番目のディスプレイ装
置（０１０２）と１番目のディスプレイ装置（０１０１）の下に位置するように配列を変
更することが可能である。そして、このような配列の変更に応じて、例えば図示するよう
に当初１番目のディスプレイ装置のディスプレイに表示されていた灯台が写されている画
像を４つの表示面のすべてを用いて表示することができる。
＜構成＞
【００１２】
　図２は、本実施形態のディスプレイ装置の機能ブロックの一例を示す図である。なお、
以下に記載する本装置やシステムの機能ブロックは、ハードウェア及びソフトウェアの組
み合わせとして実現され得る。具体的には、コンピュータを利用するものであれば、ＣＰ
Ｕや主メモリ、バス、あるいは二次記憶装置（ハードディスクや不揮発性メモリ、ＣＤや
ＤＶＤなどの記憶メディアとそれらメディアの読取ドライブなど）、情報入力に利用され
る入力デバイス、印刷機器や表示装置、その他の外部周辺装置などのハードウェア構成部



(4) JP 2017-146423 A 2017.8.24

10

20

30

40

50

、またその外部周辺装置用のインターフェース、通信用インターフェース、それらハード
ウェアを制御するためのドライバプログラムやその他アプリケーションプログラム、ユー
ザインターフェース用アプリケーションなどが挙げられる。そして主メモリ上に展開した
プログラムに従ったＣＰＵの演算処理によって、入力デバイスやその他インターフェース
などから入力され、メモリやハードディスク上に保持されているデータなどが加工、蓄積
されたり、上記各ハードウェアやソフトウェアを制御するための命令が生成されたりする
。あるいは本システムの機能ブロックは専用ハードウェアによって実現されてもよい。
【００１３】
　また、本明細書に記載の各実施形態は装置として実現できるのみでなく、方法としても
実現可能である。また、このような装置の一部をソフトウェアとして構成することができ
る。さらに、そのようなソフトウェアをコンピュータに実行させるために用いるソフトウ
ェア製品、及び同製品を固定した記録媒体も、当然に本明細書に記載の各実施例の技術的
な範囲に含まれる（本明細書の全体を通じて同様である）。
【００１４】
　図２に示すように、本実施形態の「ディスプレイ装置」（０２００）は、「画面部」（
０２０１）と、「隣接配列情報取得部」（０２０２）と、「配列応答制御部」（０２０３
）と、からなる。
【００１５】
　「画面部」（０２０１）は、ディスプレイを備えるとともに他のディスプレイとの関係
で変更可能な隣接配列情報を出力可能に構成される。隣接配列情報とは、自身と隣接する
他のディスプレイ装置とがどのように配列しているかを示す情報である。備わるディスプ
レイの種類は限定しないが、薄く構成できることから液晶型や有機ＥＬ型が好ましい。
【００１６】
　図３は、４つのディスプレイ装置を連結した態様を示す概念図である。図３（ａ）に示
すように、一の「ディスプレイ装置」（０３０１）は概ね直方体の形状を有し、そのうち
の一面には表示のための「ディスプレイ」（０３０２）が備わる。「２番目のディスプレ
イ装置」（０３０３）、「３番目のディスプレイ装置」（０３０４）及び「４番目のディ
スプレイ装置」（０３０５）もそれぞれ同様にディスプレイを備える。
【００１７】
　なお、ディスプレイは大きなサイズは意図しておらず、例えば、縦横２０ｍｍ×２０ｍ
ｍから縦横６０ｍｍ×６０ｍｍといったサイズが好ましい。様々な配列を可能にするため
にはある程度の数のディスプレイ装置を連結することが望ましいが、個々ディスプレイ装
置のサイズが大きすぎると全体として大きくなりすぎる場合があるからである。
【００１８】
　また、多様な配列に応じるとともにそれぞれの配列において各々のディスプレイによっ
て形成される全体としての表示面の一体感を維持するためには、ここのディスプレイ装置
の筐体となる画面部は直方体状の六面を構成するものであることが好ましい。なお、正確
な直方体に限定する趣旨ではない。上述のディスプレイのサイズについても、正確な長方
形に限定する趣旨ではない。
【００１９】
　各ディスプレイ装置は、互いに屈折自在の接続部材（例えば、ヒンジや自在継手など）
により接続されている。そして、それらの接続部材の動きや姿勢変化に応じ信号等を出力
することで、それらの信号等を隣接配列情報とすることができる。また、各ディスプレイ
間の接続においては、ディスプレイに表示するための静止画や動画などの画像データを相
互に送受信するためのデータ線などの経路を設けてもよい。
【００２０】
　そして、図３（ｂ）に示すように、２番目のディスプレイ装置と３番目のディスプレイ
装置とが、互いに接する奥行き方向の二辺のうちの一辺を軸として、２番目のディスプレ
イ装置に対して３番目のディスプレイ装置が９０°転回した位置関係になることが可能で
ある。また、図３（ｃ）に示すように、さらに３番目のディスプレイ装置が２番目のディ
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スプレイ装置に対して９０°転回した位置関係になることも可能である。このように接続
部材の構成などに基づきとり得る各ディスプレイ装置の配列の態様に応じた信号等を出力
することにより、隣接配列情報の出力を行い得るように構成することができる。
【００２１】
　また、配列される各ディスプレイ装置は、上述したような接続部材によって連結されて
いなくてもよい。例えば、碁盤のような基台の各目にディスプレイ装置を嵌設し得るよう
に構成し、隣接するディスプレイ装置が直接あるいは基台を介して間接的に信号等の授受
を行い得るように構成してもよい。このような基台を配列ベースと称する（本明細書にお
いて、以下同様である）。
【００２２】
　このような配列ベースに形状が略直方体のディスプレイ装置を配設する場合には、一の
ディスプレイ装置と隣接するディスプレイ装置は、左、右、上、下、左上、右上、左下及
び右下の８方向に位置し得る。
【００２３】
　図４は、縦横が６×８の区画が設けられる「配列ベース」（０４０１）にディスプレイ
装置を配列した態様を示す概念図である。図示するように、個々の「ディスプレイ装置」
（０４０２）について、その縁を斜線領域で示している。本図においては、３３個のディ
スプレイ装置を配設している。ここで、一の「ディスプレイ装置」（０４０３）に着目す
ると、このディスプレイ装置の周囲８方向において「下」と「左下」の方向には他のディ
スプレイ装置は存在せず、残りの方向に他のディスプレイが存在している。このように隣
接関係にある他のディスプレイ装置の有無についての情報を隣接配列情報として画面部が
取得する。この情報の取得は、例えば、各ディスプレイ装置が上述の周囲８方向に接点を
備え、他のディスプレイ装置に備わる接点との接触の有無に基づき情報として取得するこ
とができる。そして、取得した隣接情報配列情報を出力する。
【００２４】
　隣接配列情報の出力は、後述する自身の隣接配列情報取得部が取得可能に出力してもよ
いし、隣接する他のディスプレイ装置の隣接配列情報取得部が取得可能に出力してもよい
。また、隣接する他のディスプレイ装置を介在させて、隣接しない他のディスプレイ装置
が取得可能に出力してもよい。なお、他のディスプレイ装置が取得可能に隣接配列情報の
出力を行うために、例えば、隣接するディスプレイ装置間に電気的な経路を設けて隣接配
列情報の入出力を可能とするように構成することができる。
【００２５】
　「隣接配列情報取得部」（０２０２）は、前記隣接配列情報を取得する機能を有する。
上述の通り、取得する隣接配列情報は、自身の画面部が出力した隣接配列情報であっても
よいし、他のディスプレイ装置が出力した隣接配列情報であってもよい。隣接配列情報の
取得は、画面部についての記述の通りである。
【００２６】
　隣接配列情報取得部は、配列されるすべてのディスプレイ装置の隣接配列情報を取得す
るように構成してもよい。図５は、図４で例示した場合において、各ディスプレイ装置に
おける隣接配列情報を一体的に取得した情報群を表で示したものである。ディスプレイ装
置を識別するための情報である装置ＩＤ「１５」が付されているディスプレイ装置は、図
４において着目したディスプレイ装置である。上述したように、本表において装置ＩＤ「
１５」のディスプレイ装置における隣接配列情報は、「下」と「左下」の方向には他のデ
ィスプレイ装置は在せず、残りの方向に他のディスプレイが存在していることを示してい
る。装置ＩＤ「１６」のディスプレイ装置は、図４において着目したディスプレイ装置に
向かって右隣に位置するものである。このディスプレイ装置については、「左下」を除く
各方向に他のディスプレイ装置が存在することが示されている。
【００２７】
　また、「ｘ座標」及び「ｙ座標」は、配列ベースの横方向をｘ軸とし縦方向をｙ軸とし
た場合における各ディスプレイ装置の位置をそれぞれの座標で示したものである。このよ
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うな座標情報は、ディスプレイ装置を配列ベースに設置することで取得されてもよいし、
そのような構成を備えずに各ディスプレイ装置が出力する隣接配列情報に基づいて取得さ
れるよう構成されてもよい。例えば、配列ベースの四隅や縁に設置されるディスプレイ装
置における隣接配列情報は、設置された場所に特有の隣接配列情報となる。例えば、図４
に示した左上の隅に配置される「ディスプレイ装置」（０４０２）であれば、「上」、「
左」、「右上」、「左上」及び「左下」に他のディスプレイ装置が存在することはない。
このような設置場所に基づく特有の隣接情報を出力するディスプレイ装置を基準にして座
標を取得することができる。なお、このように取得した隣接配列情報に基づき各ディスプ
レイ装置の位置（座標）を取得する機能は、後述する配列応答制御部が有するものとして
もよい。
【００２８】
　「配列応答制御部」（０２０３）は、隣接配列情報取得部が取得した隣接配列情報に応
じてディスプレイの表示を制御する機能を有する。隣接配列情報に応じた表示の制御は、
例えば、図１（ａ）に示したように、横一列に各ディスプレイ装置が配列される左端に位
置する１番目のディスプレイ装置においては、横一列のパノラマ写真画像を概ね横方向に
四分割したうちの最も左側の画像領域を表示するように制御する。
【００２９】
　また、図１（ｂ）に示すように、図１（ａ）における１番目のディスプレイ装置に表示
されていた画像をさらに縦横２×２に四分割し、そのうちの左上の画像領域を表示するよ
うに制御する。このような表示の制御が各ディスプレイ装置において行われることにより
、縦横２×２に配列した４つのディスプレイ装置により一の画像が表示される。なお、こ
のような制御は、例えば、隣接配列情報に基づき特定される配列と表示の態様とを対応付
けたテーブル（配列・表示テーブル）を保持しておき、そのテーブルを参照して表示を行
うなどにより実現し得る。
【００３０】
　また、配列応答制御部は、自身のディスプレイの表示を制御するのみでなく、隣接する
他のディスプレイ装置における表示や隣接するディスプレイ装置を介して接続されている
隣接していない他のディスプレイ装置における表示の制御を行い得るように構成してもよ
い。
【００３１】
　また、配列応答制御部は、隣接する他のディスプレイ装置又は隣接する他のディスプレ
イ装置を介して接続されている隣接していない他のディスプレイ装置から表示を制御する
ための信号等（制御信号等）を受信して自身のディスプレイの表示を制御するように構成
してもよい。
【００３２】
　また、接続しているいずれのディスプレイ装置ではない外部の装置等から制御信号等を
受信し、受信した制御信号等に基づいて自身のディスプレイの表示の制御を行ったり、さ
らに接続している他のディスプレイ装置における表示の制御を行い得るように構成しても
よい。
【００３３】
　図４で示した配列ベースは平板なものであるが、このような態様に限られない。例えば
、図６は、腕時計のベルトを配列ベースにしたものである。図６（ａ）に示すように、合
計６個の「ディスプレイ装置」（０６０１）を「ベルト」（０６０２）の表面に周回する
ように配列することができる。この場合には、各ディスプレイ装置は個別に表示を行って
もよい。また、図６（ｂ）に示すように、ベルトに固設された一のディスプレイ装置を支
持基盤とし他のディスプレイ装置の配列を変更し、縦横が２×３の「表示面」（０６０３
）を構成することもできる。この場合には、大きな画面で映像等を見ることができる。
【００３４】
　また、図７は冷蔵庫のドア面を配列ベースとした態様を示している。各ディスプレイ装
置を直方体状に形成し、ディスプレイ（正面）の反対側の面（背面）に磁石などの接着部
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材を設けることで、金属を用いた冷蔵庫の筐体面にディスプレイ装置を接着させることが
できる。また、側面及び側方の縁に他のディスプレイ装置との接点を設けることで、複数
のディスプレイ装置を配列して使用することができる。
【００３５】
　本図においては各ディスプレイ装置を縦横４×４に配列している（０７０１）。そして
、配列は、例えば縦横２×８（横長）としたり（０７０２）、縦横８×２（縦長）とする
（０７０３）など任意の配列とすることができ、その配列に応じた表示がなされる。
【００３６】
　図７の例では接着部材として磁石を用いたが、接着部材を配列する対象に応じたものと
することで様々な対象が配列ベースとなり得る。例えば、接着部材として吸盤を用いるこ
とで窓ガラスなどの平面を配列ベースとすることができる。また、接着剤などを用いるこ
とで、建築物の壁面や室内パーテーションなどを配列ベースとすることができる。
【００３７】
　図８は、上記機能的な各構成要件をハードウェアとして実現した際の、本ディスプレイ
装置の構成の一例を表す概略図である。この図を利用して画像認識装置に係るそれぞれの
ハードウェア構成の働きについて説明する。
【００３８】
　この図にあるように、画像認識装置は、各種演算処理を実行するための「ＣＰＵ」（０
８０１）と、「主メモリ」（０８０２）と、「不揮発性メモリ」（０８０３）と、「ディ
スプレイ」（０８０４）」、他のディスプレイ装置などとの信号の授受を行うための「イ
ンターフェース」（０８０５）」などを備える。不揮発性メモリには画像データ、隣接配
列情報、隣接配列情報と表示態様とを対応付けたテーブル（隣接配列情報・表示テーブル
）、表示態様に応じた制御を行うための表示制御信号、自身又は他のディスプレイ装置を
識別するための識別情報、隣接配列情報出力プログラム、隣接配列情報取得プログラム、
配列応答制御プログラムなどの各種プログラムなどが格納されている。
【００３９】
　ＣＰＵはこれら各種プログラムを主メモリに展開したうえで実行する。前記の各ハード
ウェア構成は「システムバス」（０８０６）などのデータ通信経路によって相互に接続さ
れ、情報の送受信や処理を行う。
【００４０】
　まず、ＣＰＵは、隣接配列情報出力プログラムを実行し隣接配列情報を出力する。隣接
配列情報に自身の識別情報を付加して出力してもよい。そして、隣接配列情報取得プログ
ラムを実行し隣接配列情報を取得し、取得した隣接配列情報を所定の記憶領域に記憶する
。そして、配列応答制御プログラムを実行し、記憶されている隣接配列情報を読出し、さ
らに配列・表示テーブルを参照し、読出した隣接配列情報に応じた表示制御信号を取得す
る。そして、取得した表示制御信号に基づいてディスプレイの表示制御を行う。
【００４１】
　図９は、実施形態１のディスプレイ装置の処理の流れの一例を示すものである。図示す
るように、まず、他のディスプレイ装置との関係で変更可能な隣接配列情報を出力する（
隣接配列情報出力ステップ：Ｓ０９０１）。そして、出力された隣接配列情報を取得する
（隣接配列情報取得ステップ：Ｓ０９０２）。そして、取得した隣接配列情報に応じてデ
ィスプレイの表示を制御する（配列応答制御ステップ：Ｓ０９０３）。
＜効果＞
【００４２】
　本実施形態のディスプレイ装置により、複数並べられるディスプレイの配列を変更可能
とするとともに、配列の態様に応じて表示の制御を行い得るディスプレイ装置を提供する
ことができる。
＜実施形態２＞
＜概要＞
【００４３】
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　本実施形態のディスプレイ装置は、実施形態１を基本とし、ディスプレイの押下を検知
するとともに、その検知に応じてディスプレイの表示を制御するものである。
＜構成＞
【００４４】
　図１０に示すように、本実施形態の「ディスプレイ装置」（１０００）は、「画面部」
（１００１）と、「隣接配列情報取得部」（１００２）と、「配列応答制御部」（１００
３）と、「押下検知部」（１００４）と、「押下応答制御部」（１００５）と、からなる
。押下検知部と押下応答制御部の他の構成については実施形態１と同様である。
【００４５】
　「押下検知部」（１００４）は、ディスプレイの押下を検知する機能を有する。押下の
検知は、例えば、ディスプレイにタッチセンサを備えたり、押しボタン型のスイッチ構造
を備えることで行うことができる。
【００４６】
　図１１は、押しボタン型のスイッチ構造を備えるディスプレイ装置の一例を示す概念図
である。図１１（ａ）は、このディスプレイ装置の斜視図である。図示するように「ディ
スプレイ装置」（１１０１）の一の面には「ディスプレイ」（１１０２）が備わる。図１
１（ｂ）及び（ｃ）は、図１１（ａ）に示したディスプレイ装置の側面を示している。デ
ィスプレイを押しこむことでスイッチ機能が作用する構成となっている。このような構成
を備えるディスプレイ装置は、例えば、ＮＫＫスイッチズ株式会社より製品が提供されて
おり、本発明に適用するのに好適である。
【００４７】
　「押下応答制御部」（１００５）は、押下検知部の検知に応じてディスプレイの表示を
制御する。図１２は、押下応答制御部による制御の態様の一例を示す概念図である。図１
２（ａ）に示すように、４つのディスプレイ装置が縦横２×２で配列し灯台を含む海辺の
画像を表示している（１２０１）。
【００４８】
　ここで、左上に位置する「ディスプレイ」（１２０２）を押下することにより、図１２
（ｂ）に示すように、押下されたディスプレイに表示されていた画像が、４つのディスプ
レイ全体に表示される（１２０３）。押下応答制御部は、ディスプレイの押下と表示態様
とを対応付けたテーブルを保持し、このテーブルを参照するなどして、上記のような表示
の制御を行うことができる。
【００４９】
　押しボタン型のスイッチ構造を備える場合には、押し込むという確実な操作感が得られ
マンマシンインターフェースとして老若男女にひろく受け入れやすいという利点がある。
また、タッチパネルを稼働させるためにはＯＳが必要だが、そのようなＯＳは不要であり
フリーズや暴走などのＯＳ特有のトラブルが生じることはないという利点もある。
【００５０】
　配列の変更に伴う表示制御に加え、ディスプレイの押下に応じた表示制御も可能とする
ことで、操作者が目的に応じて配列の変更により表示態様を変え、表示された画像におけ
る所望の箇所を押下することで画像を拡大させたり、画像を変更させるなどの直観的な操
作が可能となる。
＜効果＞
【００５１】
　本実施形態のディスプレイ装置により、配列の変更に伴う表示制御に加え、ディスプレ
イの押下に応じた表示制御も可能となる。
【符号の説明】
【００５２】
　０２００　ディスプレイ装置
　０２０１　画面部
　０２０２　隣接配列情報取得部
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　０２０３　隣接応答制御部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】
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